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令和元年度酒々井町教育委員会８月定例会議 議事録 

 

開 催 日 令和元年８月２３日（金） 

 

開催場所 役場西庁舎２階第１会議室  

 

出席委員  教 育 長 木村 俊幸   教育長職務代理者 石井 國治 

委    員 村重 浩二   委 員 林  洋子 

      委 員 大塚 益子    

出席職員  教 育 次 長 福田 良二    

      こども課 長 七夕 夕美子    学校教育課長 吉村 忠広 

生涯学習課主査 大谷 真一   中央公民館長 鈴木 潤一 

      学校給食センター所長 増渕 和江    プリミエール酒々井館長 渡辺 幸夫 

こども課副主幹 伊藤 雄三    こ ど も 課 主 任 主 事 (書 記 ) 高橋 秀和 

 

１ 開会時刻  １３：３５ 

 

２ 議事録署名委員の指名 

 

３ 議 題 

（１）議 案（議案第１号は非公開） 

  議案第１号 令和元年度９月補正予算（案）について 

   

（２）報 告（報告第１号は非公開） 

  報告第１号 青少年交流の家に係る提訴の経過について 

  報告第２号 令和元年度酒々井町立図書館特別整理期間について 

報告第３号  行政報告について 

 

４ 次回会議の予定 ９月２７日（金）午後２時 西庁舎２階第１会議室 

 

５ 教育長・教育委員の予定 

 

６ その他 

 

７ 閉会時刻  １４：５０ 

 

 

 

 

 

 



 

 ２ 

議 事 録 

１ 開会の言葉 

木村教育長 

ただ今より、令和元年度酒々井町教育委員会８月定例会議を開会します。 

 

                                       

 

２ 議事録署名委員の指名 

木村教育長 

議事録署名委員の指名を行います。本日の議事録署名委員は、石井教育長職務代理者

を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

                                       

 

３ 議 題 

木村教育長 

  これから議題に入ります。本日の議事は議案が１件、報告が３件です。 

はじめに、非公開とすべき議事についてお諮りします。議案第１号及び報告第１号は、

議会上程前の案件に関するものでございますので、非公開にしたいと存じますが、これ

にご異議ございませんか。 

（異議なし） 

木村教育長 

ご異議ありませんので、議案第１号及び報告第１号は、非公開とすることに決定しま

した。 

それでは、初めに議案第１号「令和元年度９月補正予算（案）について」を議題とし

ます。事務局から説明をお願いします。 

 

                                       

 

非公開 令和元年度９月補正予算（案）について 

                                       

 

木村教育長 

以上で、議案の審議を終わります。 

続きまして、報告に入ります。 

初めに、報告第１号「青少年交流の家に係る提訴の経過について」を議題とします。

事務局から説明をお願いします。 

 

                                       

 



 

 ３ 

非公開 青少年交流の家に係る提訴の経過について 

                                       

 

木村教育長 

次に、報告第２号「令和元年度酒々井町立図書館特別整理期間について」を議題とし

ます。事務局から説明をお願いします。 

渡辺プリミエール酒々井館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  プリミエール酒々井館長 

渡辺プリミエール酒々井館長 

報告第２号「令和元年度酒々井町立図書館特別整理期間について」 

 酒々井町立図書館管理運営規則第４条第６号の規定により、下記のとおり特別整理期

間を設けることとしたので報告します。期間につきましては、令和２年２月１２日（水）

から２月１４日（金）の３日間ということで、１２日（水）は元々２月１１日（火）の

振替休館となっておりますので、実質２日間が特別休館となっております。参考までに

昨年度は４日間でございました。今回は、１日減ということですが、特に大きな棚の移

動等はございませんので、３日間で行うことといたします。作業内容は、蔵書点検等と

いうことでございますが、一般的に棚卸しのような作業がメインとなっております。以

上でございます。 

木村教育長 

事務局の説明が終わりました。 

これから質疑に入ります。ご意見、ご質問等はございませんか。 

（質問、意見等なし） 

木村教育長 

特に、ご意見、ご質問等はございませんか。なければ、「報告第２号」を終わります。 

さらに、報告第３号「行政報告について」を議題とします。 

はじめに、私からご報告します。 

まず、結団式関係についてですが、７月２９日に開催された陸別町児童交流事業結団

式は、今年も子ども達の態度・姿勢あるいは発表時の声の大きさなど、大変きちんとし

ていたという印象が残っています。また、８月６日のオーストラリア国際交流派遣事業

結団式ですが、こちらも生徒達の態度が非常に立派でした。しかしながら、２人の生徒

が結団式に遅刻して、危ぶまれた場面がありましたが、無事オーストラリアから帰国し

まして、大きな問題なく事業が終わりました。 

陸別町の方ですが、初日に羽田空港に向かっていたバスが高速道路上でパンクをして

しまい、予定の飛行機に搭乗することができませんでした。９０分程遅れてしまいまし

たが、次の飛行機に乗り、出発することができました。１日目に見学する予定だった博

物館の「網走監獄」を３日目に移して、他の日程については予定どおり進んでいるとい

う報告を受けております。本日の夕方６時５５分に帰ってくる予定になっております。

きっと様々な思い出と成果を得て帰ってくると期待しているところでございます 

次に、この夏休み中に行われました小中学生の体育大会等について報告いたします。 



 

 ４ 

まず、中学校関係ですが、印旛郡市中学校総合体育大会が開催されましたので、団体

の成績のみ紹介させていただきます。 

酒々井中学校において、ソフトテニス部の女子と剣道部の女子が団体で優勝し、陸上

部が女子総合２位となりました。県大会についてですが、千葉県中学校総合体育大会に

おいて、陸上のオボルディさんが女子砲丸投げで優勝し、西山由佳里さんが２年生の女

子１００ｍで３位に入賞しました。柔道においては、女子４８ｋｇ級に出場した里吉優

希さんがベスト８に進出、剣道部の女子団体と剣道部の個人戦に出場した松原さんがベ

スト１６に進出しました。 

また、関東大会が開催されましたが、先ほど申し上げましたオボルディさんが６位に

入賞しております。全国大会は大阪で開催され、既に会場へ向かっておりますが、明日

２４日が試合となっております。オボルディさんはまだ２年生ですので、益々の活躍が

期待されるところでございます。 

一方、吹奏楽部ですが、千葉県吹奏楽コンクールで銀賞となっております。あらゆる

スポーツと文化関係で好成績を収められた生徒の皆さんには心からお礼を申し上げると

ともに、中学生の皆様の努力と指導された先生方のご尽力に感謝を申し上げたいと思い

ます。以上が中学校関係の報告となります。 

続きまして、小学校関係について報告させていただきます。 

酒々井小学校６年生の前田拓輝君が、第３５回全国小学生陸上競技交流大会における

６年生男子１００ｍの部で、６位に入賞しました。前田君は昨年、５年生男子１００ｍ

で２位になっており、今年も活躍が期待されました。県大会で大会新記録を出したこと

を以前申し上げましたが、順調に成長してきましたけれども、全国大会においても同じ

ような好成績を収めてくれました。なお、前田君の活躍した大会の模様は、２５日（日）

にＮＨＫのＥテレで１５時３０分から１７時まで録画放映されますので、ご視聴いただ

ければと思います。以上で私からの報告を終わらせていただきます。 

続いて、各委員の皆様からご報告などございましたらご発言いただきたいと思います。 

石井教育長職務代理者 

  はい、議長 

木村教育長 

  石井教育長職務代理者 

石井教育長職務代理者 

今回の報告につきましては、教育長からお話がありましたとおり、我々委員としまし

ても陸別町とオーストラリアの結団式に出席したわけですが、まだ解団式が終わってい

ないため、終了後に報告させていただきたいと思います。したがいまして、今回は委員

からの報告はございませんので、お伝えします。以上です。 

木村教育長 

続きまして、事務局から報告いたします。 

はじめに教育次長より報告をお願いいたします。 

福田教育次長 

  はい、議長 

木村教育長 

教育次長 
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福田教育次長 

（報 告） 

 

木村教育長 

続いて、こども課から順に報告願います。 

七夕こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

七夕こども課長 

（報 告） 

吉村学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

吉村学校教育課長 

（報 告） 

生涯学習課大谷主査 

 はい、議長 

木村教育長 

生涯学習課大谷主査 

生涯学習課大谷主査 

（報 告） 

鈴木中央公民館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  中央公民館長 

鈴木中央公民館長 

（報 告） 

増渕学校給食センター所長 

  はい、議長 

木村教育長 

  学校給食センター所長 

増渕学校給食センター所長 

（報 告） 

渡辺プリミエール酒々井館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  プリミエール酒々井館長 

渡辺プリミエール酒々井館長 

（報 告） 



 

 ６ 

木村教育長 

 教育委員の皆さん、そして事務局から行政報告がございました。 

これから質疑に入ります。ご意見、ご質問はございませんか。 

木村教育長 

  私の方から質問させていただきます。プリミエールのスタンプラリーの景品はどのよ

うなものですか。 

渡辺プリミエール酒々井館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  プリミエール酒々井館長 

渡辺プリミエール酒々井館長 

  町で余っている勝っタネくんのマグカップを最初に達成した子どもに差し上げ、それ

がなくなったら子ども達に喜ばれそうなミッキーなどの B５判ノートを渡しております。

子ども達も喜んでおりますので、毎年実施したいと考えております。 

木村教育長 

  参加者数が年々多くなっているという話を聞いております。 

  その他はいかがでしょうか。 

（質問、意見等なし） 

木村教育長 

なければ、以上で報告を終わります。 

 

                                       

 

４ 次回会議の予定 

 

木村教育長 

続きまして、「次回会議の予定」を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

七夕こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

七夕こども課長 

次回会議の予定ですが、令和元年９月２７日（金）午後２時から役場西庁舎２階第１

会議室で予定させていただいております。 

併せまして１０月の予定ですが、１０月２５日（金）午後２時から役場西庁舎２階第

１会議室で予定させていただいております。 

木村教育長 

事務局の説明のとおり、次回会議は９月２７日（金）午後２時から、１０月は２５日

（金）午後２時から行うことでよろしいですか。 

（全員了承） 

木村教育長 



 

 ７ 

それでは、そのようにご予定願います。 

  以上で、次回会議の予定を終了します。 

 

                                       

 

５ 教育長・教育委員の予定 

木村教育長 

続きまして、「教育長・教育委員の予定」を議題とします。事務局から説明をお願いし

ます。 

（事務局説明） 

木村教育長 

事務局から説明がございました。お聞きのとおりご予定願います。 

私や教育委員が出席する催し物等が多く記載されていますが、全員出席するものと都

合をつけて出席していただくものがありますので、のちほど調整させていただきます。 

  以上で、教育長・教育委員の予定を終了します。 

 

                                       

 

６ その他 

 

木村教育長 

続いて、「その他」を議題とします。事務局からその他はございますか。 

吉村学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

吉村学校教育課長 

学校教育課より、「令和２年度使用教科用図書の採択結果」について、ご報告させてい

ただきます。別添資料をご覧ください。 

前回、７月２６日の定例教育委員会において、議案第３号にて、ご審議いただきまし

た「令和２年度使用教科用図書の採択」についてですが、７月３１日付けで、印旛採択

地区協議会長より、別添のとおり、「採択地区内の各市町教育委員会で、同一の教科書を

採択したことを確認した」との通知をいただきましたので、ご報告させていただきます。 

以上でございます。 

木村教育長 

事務局からその他がございました。ご質問・ご意見等はございませんか。 

  ご質問等がなければ、事務局からさらにその他はありますか。 

（事務局からその他なし） 

木村教育長 

事務局からその他は以上ですが、委員の皆さんからその他はございませんか。 

（委員からその他なし） 



 

 ８ 

木村教育長 

  ないようですので、以上でその他を終了します。 

 

                                       

 

７ 閉 会 

 

木村教育長 

以上で、本日の日程に掲げました案件は、すべて終了しました。 

令和元年度酒々井町教育委員会８月定例会議を閉会といたします。 

 

（１４：５０） 

                                       

 

 

 

議事録署名 教育長 

 

 

      委 員 

  

 

 

議 事 録 作 成 職 員 

こ ど も 課  

 


